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芦屋市山手町

高二 岩端晃太朗
高一 山口和晃

今年度図書委員の
主な活動
四月 図書委員結成
六月 ﹁被災地に本を贈ろう﹂
灘校との図書委員交流会
十月 ﹁橋本紡さんを囲む会﹂

図書委員選定図書

十二月 第三六回生徒図書委員研修会
一月
読書三昧を発行

橋本 紡さんを囲む会

二月

つむぐ
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31番3号

十月六日に二百万部
を売り上げ︑アニメ・
ドラマ・実写映画化さ
れた有名作家橋本紡さ
んを本校にお招きし︑
甲南生だけでなく︑三
田・関学・小林聖心・
夙川の生徒の方々にも
来て頂き︑橋本さんの
作家になったきっかけ
や我々中高生の為にな
る道徳的なお話を聞か
せて頂きました︒

金岡信宏

橋本紡さんを
囲む会
参加者の感想
高一

僕はこの講演を聞い
て︑自分とは違う考え
を持った人や違った生
活をしている人達と接
して色々な考えを持っ
た人がいるんだなと改
めて世間の広さを知り
ました︒そして︑橋本
さんの話を聞いて自分
もどんどん新しいこと
に挑戦していこう︑も
しそれが失敗しても何
度も挑戦してみようと
いう意欲を持つことが
でき︑楽しく元気をも
らいました︒
またこのような機会

があれば行ってみたい
です︒

高一 吉田卓真
始めは︑先生に頼ま
れて何となく行って︑
﹁橋本って誰なん？﹂
的なノリで正直思って
いて︑その人の本も読
んだことがなかったの
で︑﹁マジだるいわー﹂
と思っていました︒
そして橋本さんが来
て︑話しはじめて思っ
たのが︑
﹁やっぱ作家さんは言
葉を大切にしてんねん
なー﹂と思いました︒
また︑﹁作家は賢く
ないとダメ﹂とよく聞
くのですが橋本さんは
賢いどころか天才だっ
たそうなので︑やっぱ
り本当なんだなと思い
ました︒
橋本さんの話の中で︑
﹁自分のすることには
責任をもってする﹂
﹁やると決めたらとこ
とんやる﹂という言葉
にとても感銘を受けま
した︒

高一 松本一樹
﹁橋本紡さんを囲む
会﹂が図書館で開催さ

れる︒
超有名作家じゃない
かそう思いました︑そ
れと同時に成功者じゃ
ないかと思いました︒
成功者の話を直に聞
くなんてなかなか無い
経験だろう︑そう思っ
た僕は﹁橋本紡さんを
囲む会﹂に参加しまし
た︒他校の生徒も集め
て盛大とまでは言えな
いが︑なかなか華やか
な談話会になりました︒
今回の談話会のコン
セプトは︑﹁自分で考
える事﹂でした︒大し
た年月を生きているわ
けでは無いので僕がこ
んなことを言うのは生
意気かも知れませんが︑
今の学生とか若い人に
は自分で考えると言う
ことが苦手であるよう
に思われます︒

そんな中﹁自分で考
える事﹂を第一にした
今回の談話会は非常に
有意義であったと思い
ます︒
橋本さんは自身の経
験から﹁自分だったら
どうするのか﹂﹁どう
してそうするのか﹂な
どの僕たちに対して難
しい課題を与えました︒
勉強も大切かも知れ
ませんが結局将来︑社
会に出て重視されるの
は勉強により培った自
分自身の総合的な能力
と自分で考える事が出
来るかどうかだと思う
のです︒そういう意味
では今回の談話会は︑
成功者・作家・人生の
先輩として僕たちにとっ
て大切なことを教えて
頂いて本当にいい経験
だったと思います︒

目次
１︑・橋本紡さんを囲む会

２︑・図書委員研修会

３︑・灘甲戦 読書会
４︑・本を贈ろうプロジェク ト

・店頭選書
・編集後記
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図書委員研修会の報告
〜2012 12/15(土) in 神戸女学院〜

きました︒５分ではう
ちの図書館の魅力を全
﹁ 本を通じて人と繋がる﹂
部伝えきれなかったで
高二 岩端晃太朗
すね︒他校の紹介も聞
いてきました！
ら高２までが参加して
その後は班に分かれ
いて様々な学校の意見 生徒だけで自己紹介と
を聞くことができまし 情報交換を行いつつ︑
た！これは︑私以外に ﹃インターネット時代
研修会に参加した図書 の図書館利用﹄という
委員の感想です︒﹃芥 テーマで︑図書委員が
川賞や︑直木賞を取っ できることについて話
た作品について話が出 し合いの時間です︒
た︒読んだことがない
まず簡単に班のメン
話もあったので︑読ん バーの紹介︒私の班は
でみようと思った﹄
須磨学院︑女学院︑神
﹃とてもいい経験だっ 港学園︑灘︑関西学院︑
た︒このような場を増 仁川学園︑と私の７人
やしていきたい﹄
でした︒その中でリー
研修会の内容としては︑ ダーを務めてくれたの
まず５分間で自校の図 が︑須磨学園の高２の
書館活動の紹介︒甲南 女の人︒リーダーを務
はパワーポイントで図 めるだけあって︑皆の
書館について紹介して ことを引っ張ってくれ
ました︒お疲れ様です︒
灘の生徒さんと女学院
の生徒さんはいかにも
インテリって感じで︑
意見には説得力があり
ました︒ここで一つ女
学院の生徒さんから名
言を記しておきます︒
﹁知識量は︑読書量に
比例する﹂だそうです︒
皆さん本を読みましょ
う︒関西学院からは女
の子が来ていて︑彼女
去年の十二月︑私は
図書委員の仕事の一環
として︑﹃図書委員研
修会﹄へ行ってきまし
た！
研修会は神戸女学院
中等部︑高等部で開か
れました︒女学院に入っ
たのはその時が初めて
でしたが︑あまりの校
舎の美しさに一瞬目的
を忘れましたね︒また
女学院には﹃シェイク
スピアガーデン﹄とい
う庭園があります︒こ
こはオリーブなどシェ
イクスピアの作品に登
場する約１００種類の
植物で形成されている
美しい庭園です︒女学
院生徒の話では﹁ガー
デンの花からシェイク
スピアの作品に興味を
持つ人もいる﹂とか︒
外観も含めてまさしく
お嬢様学校でした︒機
会があれば行ってみる
のもいいかも︒
さて研修会の内容で
す︒参加者は女学院︑
灘︑六甲︑関学などか
ら５０人前後で中１か

はこの班唯一の中学生
でした︒神港学園の生
徒さんは酸いも甘いも
噛み分けたような感じ
ですかね︒割と渋めな
イメージです︒仁川学
園の生徒さんはポケッ
トから﹃悪の教典﹄が
出てきたことが印象に
残ってます︒本を持ち
歩くと予想外の空き時
間に読めるので非常に
便利ですね︒電子書籍
と違い︑教員に見つかっ
ても何も言われません
し︒最近私も︑彼を見
習って︑本を常備して
ます︒そんな私を入れ︑
７人で会議︒
会議の時間は約１時
間でした︒最初に自己
紹介をして︑次にさっ
きの各校の図書館紹介
に対する質問と自分の
学校の図書館の問題点
や意見タイム︒そこで
あった各校の図書館紹
介を書いていきます！
まず須磨学園！ここに
はアイパッドが２台導
入されていました︒こ
れには青空文庫のリー
ダーアプリ︵著作権切
れの作品を読める︶や
本の朗読など︑図書系
アプリ以外に︑﹃太陽
系図鑑﹄や﹃元素図鑑﹄

などといった理科系ア
プリも入っていている
そうです︒甲南高校副
校長の山内先生もご自
身のアイパッドに﹃元
素図鑑﹄を入れておら
れて私も授業の時︑見
せていただいたことが
あります︒画像がクル
クル回るので視覚的に
も楽しめますし︑図鑑
の説明も簡潔で分かり
やすいものでした︒そ
れが図書館にあるなん
て︑うらやましい話で
すね︒うちの図書館に
も一台ぐらい買ってく
れても・・・︒
ただ︑須磨学園は学
園長がコンピューター
関連で有名なアスキー
の創業者︑西和彦さん

であり︑日本初
の制服ならぬ制
ケータイ制度を
導入していたり︑
中学入学時に一
人一台ノートパ
ソコンを買う学
校なので︑甲南
ではあまり参考
にならないと思っ
ておいてくださ
いね︒そして今
回の議題である
インターネット
時代の図書館利
用という観点から見る
と︑確かに利用者は増
えるけど紙の本を手に
取る機会が少なくなる
じゃないかな︑と思っ
たり︒アイパッドでは
著作権切れの作品しか
読めないというデメリッ
トから最近の小説︑特
にライトノベルを入れ︑
データではなく紙の本
に触れ合う機会を増や
そうという働きが図書
委員の間で行われてい
るというのが須磨学図
書委員からの報告でし
た︒
次は灘！ここにはラ
イトノベルをほとんど
置いてないようです︒
図書委員の活動として
はおすすめの本のリス

トアップやこだわりの
作家特集などをしてま
す︒甲南と交流があり
灘甲戦の時︑図書委員
交流会で本について議
論を交わすそうです︒
私は運動部なので参加
出来ませんが︑文化部
や部活に入っていない
図書委員はなるべく参
加するようにしましょ
う︒
お次は女学院！女学
院の図書室は実際に見
学してきました︒神戸
女学院には図書館がい
くつかありその敷地内
には大学図書館もあり
ますが︑今回私たちが
見学させてもらったの
は中学部にある図書室
です︒ここは甲南図書
館と比べるとこぢんま
りとしていて︑アット
ホームな雰囲気の図書
室でした︒おもしろい
のは日本の古典文学
︵源氏物語など︶の貸
し出し冊数が多いとこ
ろです︒女学院だから
多いのか女子校だから
多いのかはわかりませ
んが︒他にも司書さん
と生徒の仲が良く︑本
を読むためではなく司
書さんと話すために来
る生徒もいて︑いつで
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も賑やかな図書室だそ
うです︒またそうやっ
て話に来た生徒に司書
さんが本を勧め︑そこ
から本を読み始めるケー
スも少なくないとか︒
つぎは仁川学園！こ
この図書館はラーニン
グセンターという名称
で自習室が４５席あり
甲南の図書館とは大き
く違った図書館です︒
恐らく甲南とはかなり
違った雰囲気の図書館
なんでしょう︒また︑
朝のＨＲでは１０分間
の読書時間があるらし
いです︒
次は関西学院！！こ
この図書館は一番活気
があります︒彼らは図

書委員ではなく︑
図書部員なんで
す︒規模は大き
く︑夏に二回合
宿があり︑東京
の﹃国立国会図
書館﹄へ行った
り︑千刈へ合宿
に行ったりと︑
とても活動が盛
んです︒他にも
週末に県立図書
館に見学に行っ
たりしています︒
とても楽しそう
な部活でした︒
甲南の図書委員も︑負
けないようにしないと
いけませんね︒ここの
ブログは一見の価値ア
リです︒
最後は︑神港学園で
す・・︒ここの図書館
はある問題を抱えてい
て︑それを解決するこ
とが先決です︒解決の
糸口としては︑まず教
員にもっと図書館の現
状を知ってもらい︑そ
こから協力して手を打
つことが大切ではない
でしょうか︒各校の図
書館紹介はこれで終わ
りです︒
つぎはどこ学校の図
書館︵室︶にもいえま
すが︑本の盗難・紛失

が多い︒対応策はいく
つか考えられています
がデメリット︵費用面
など︶もありなかなか
実行できません︒甲南
でも結構な数の本がな
くなっていて︑シリー
ズものがなくなった場
合︑続きを買わないと
いう対策を取っていま
す︒﹁第一話しか読め
ないよ﹂ってジュンク
堂みたいですね︒学校
紹介はここまでです︒
長々書いてきました
が︑この会議のテーマ
を忘れていたわけでは
ありません︒しっかり
﹃インターネット時代
の図書館利用﹄につい
ても話してきました︒
これに関して私達の班
が出した結論とキャッ
チコピーは︑タイトル
の﹃本を通じて人と繋
がる﹄です︒女学院の
﹃司書さんと生徒の仲
が良く︑司書さんに勧
められて本を読み始め
る生徒が多い﹄こと︑
また﹃こうやってみん
なで話し合えたのは本
があったからだ﹄とい
う全員の回合に対する
感謝から決定しました︒
本を通して人と知り合
い︑また人を通じて新

しい本に出会うことは
とても新鮮でおもしろ
みがあります︒そして
それは︑私が図書委員
になった理由の一つで
もあります︒この研修
会はそういった意味で
も大変価値のあるもの
でした︒見知らぬ人と
本について話し合うな
んて何が面白いのか分
からないと思った人︑
べつに固く考えなくて
もいいんです︒いくら
偏差値高い学校に通っ
てても相手は同じ高校
生で︑ツイッターやっ
てたり︑綾瀬はるかが
かわいいとか︑彼女ほ
しいとか︑本以外でも
共通の話題なんていく
らでもあります︒単純
な話です︒帰宅部で家
に帰るより図書委員と
して交友の輪を広げる
方がよっぽど有意義で︑
そして楽しい︒また本
には年齢は関係ありま
せん︒本を通してなら
中一と高二︑高二と五
十歳が対等に自分の意
見を交わすことが可能
なのです︒年下と気軽
に話せる話題の一つと
して︑同年代の友を増
やすツールとして︑ま
た︑年上と対等に話せ

る数少ない土俵として︑
一冊読んでおけば絶対
得します︒絶対です︒
これは図書委員の岩端
が保証します︒今すぐ

灘甲戦

)

六月の灘甲戦の日︑
運動部や︑クラスの友
達達が応援やスポーツ
が行われているところ
とは別に︑ひっそりと
図書館では甲南と灘の
図書委員が集まり︑交
流会が行われました︒
内容は﹁アルジャー
ノンに花束を﹂を読み︑
それについての読書会
でした︒
﹁アルジャーノンに
花束を﹂とは︑３２歳
になっても︑幼児の知
脳しかないチャーリイ・
ゴードンが︑大学の先
生の手によって頭を良
くしてもらうために︑
毎日白ネズミのアルジャー
ノンと過酷な検査を受
ける日々が続きます︒

︵ラベル Ｙ キイ

一冊探しに︑図書館に
きませんか？あなたが
手に取る一冊は今もあ
なたのことをまってい
ますよ︒

読書会

そして︑脳外科手術
を受けたチャーリイを
待ち受けていた世界の
中で︑様々な問題に立
ち向かっていく話です︒
今回は主人公の心情の
変化を読み取りながら︑
リラックスした雰囲気
で行われました︒始め
はあまり話がうまく進
みませんでしたが︑次
第に︑ さまざまな意見
が飛び交い︑時間を忘
れるほど灘校生と楽し
い一日を過ごせました︒
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本を贈ろう
プロジェクト
昨年の四月から六月
にかけて図書委員は︑
被災地に５８７冊の本
を送りました︒
その後︑多賀城市立
第二中学校と松島第一
小学校からお礼の手紙
を頂きました︒どちら
も図書館に展示してあ
ります︒第二中学校の
図書委員長さんのお礼
の手紙の内容を下に全
文掲載しました︒

先日は︑たくさんの本をいただきありがとうございました︒
本をいただいたことは︑放送で全校生徒に伝え︑少しでも早く貸
し出しができるよう準備し︑少しずつではありますがやっと生徒に
手にとってもらえる状態になってきました︒新たに図書室に置いた
本を手に取り︑借りていく人が日に日に増えています︒
私たちの学校の図書室はさほど大きくはなく︑本の数も少ないで
すがそれでも昼休みにはたくさんの人が利用します︒そんな図書室
もあの東日本大震災でほとんどの本が落ち︑利用できる状態ではな
くなりました︒
三月十一日は卒業式でした︒卒業式が終わり︑家に帰宅し家でテ
レビを観ていたときに突然あの大きな揺れが襲ってきました︒初め︑
すごく長い地鳴りが聞こえどんどん大きくなり︑立っているのも儘
ならないほどの揺れでした︒机が倒れるのを︑植木鉢が﹁ガシャン︑
ガシャン﹂と落ちていくのを私は呆然と眺めていることしかできま
せんでした︒揺れが継続した時間は三分ほどのことですが︑私自身
の体感では十分以上続いた気がします︒
大きな揺れがおさまった後︑部屋は足の踏み場もありませんでし
た︒地震後一ヶ月以上は学校が休校となったため︑その一ヶ月間の

多賀城市立第二中 学校 学校の様子は私にはわかりません︒先生方が荒れた教室を片付けて
から送られた手紙と寄
くださっていたため︑一ヶ月後私たちが学校に行った時にはすっか
せ書きを見てください︒ り元通りでした︒
←
そして︑あの震災から一年以上が過ぎ︑たくさんの本が届きまし
た︒時間が経つに連れ︑ニュースでの報道も少なくなってきたなか

で︑東北から何百キロも離れた関西の学校からの贈り物︒とても︑
とても嬉しく思いました︒お手紙に書いてあった言葉と同じになっ
てしまいますが︑私たちも本当に︑人と人とのつながりの暖かさ︑
そして大切さを感じました︒
これらの本が皆さんの心の支えとなれば幸いです︒

図書委員
店頭選書
十二月十七日︑図書委
員数名で︑三宮のジュ
ンク堂の書店へ新しく
図書館へ入れる本を買
いに行きました︒その
中から一冊︑﹃ぶたぶ
た図書館﹄という本を
紹介します︒市立図書
館で働く寿美子が本好
きの中学生と共に︑
﹁ぬいぐるみおとまり

編集後記

会﹂という企画を立ち
上げその企画からイベ
ントを成功させるまで
を様々な登場人物の視
点で描いた物語です︒
イベントの計画が進
むに連れて︑物語の謎
は少しずつ深くなって
いきます︒まさか︑一
冊で完結しないとは思
いませんでしたが︑な
かなか続きが気になる
本だと思います︒
表紙からも︑ファン
タジックな感じは伝わ
ると思いますがなかな
かシュールなところが

あります︒

﹃ぶたぶた図書館﹄
著者 矢崎存美
２０１２年 光文社

現*在図書館にはシリー
ズ十三巻所蔵

︵ラベル ｙ やざ １ ︶

今年の読書三昧いかがでしたでしょうか︒
今回はじめてこの読書三昧を作成することに

携わりましたが︑やはりこういうものを作るの

は難しいですね︑はい︒
前年度までの先輩方の記事などを参考にして作成していきましたが︑

それでもやはり記事を作ることができたのは︑友達のみんなが手伝っ

てくれたからに違いありません︒
このように︑この読書三昧は多くの人の手によって作られたものな

吉田卓真

雪本貴広

松本一樹

ので︑一人でも多くの人に読んでもらえたらいいなと思っています︒
高一 山口和晃
協力者

金岡信宏
武仲雄輝

高二 岩端晃太朗
高一 伊藤嘉哉
んの本をありがとうごさいました︒
この二八一冊ものたくさんの本が︑私たちの笑顔と勇気になって

中村文俊

甲南高等学校︑中学校の生徒の皆様そして保護者の皆様︑たくさ

います︒

